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休日在宅医と休日当番薬局 変更になる場合がありますので、
当日の新聞で確認してください。

市民のこよみ 都合により予告なく内容や時間が変更されることがあります。

生 報情月 の７ 活
●  不燃ごみ・資源ごみの回収日は、市民カレンダーをご覧ください。
●  紙面の都合で限られた情報のみを掲載しています。詳しくは各問合先に問い
合わせてください。

相談室
■ 認知症に関する電話相談　対象　どなたでも　日時　毎週土曜日　※祝休日を除く　午前10時～午後２時　内容　介護の悩みや相談など　会場・問合先　総合福祉
会館電話ボランティア室　☎629-0900

　かけがえのない命です。引き取りに出
す前にもう一度よく考えてください。
問合先　市環境衛生課　☎626-1130
■飼い主のいない犬・猫の引き取り
日 時　１日㈭・８日㈭・22日㈭・29
日㈭　午前８時40分～９時10分
会場　市役所本館駐車場
■飼い主のいる犬・猫の引き取り（有料）
　※飼い主がいない場合も可
日 時　６日㈫・20日㈫・27日㈫、８
月３日㈫　午後１時～１時45分
会 場　静岡県中部健康福祉センター（藤
枝総合庁舎）
■ポッチとニャンチの愛の伝言板
　犬１頭、猫４匹が飼主を待っています。

　７月１日～31日は「愛の血液助け合い運
動」実施期間です。献血にご協力ください。
問合先　市地域福祉課　☎626-1127
日 時と会場　◇４日㈰…午前９時30分

～午後12時15分、午後１時30分
～３時30分　ジャスコ焼津店（祢宜
島）　◇７日㈬…午前11時10分～午
後12時10分　大井川港管理事務所
（飯淵）　◇29日㈭…午前９時30分
～11時30分　大井川保健相談セン
ター（宗高）　◇30日㈮…午前９時～
10時30分　焼津さかなセンター（八
楠）、正午～午後３時30分　コミュニ
ティーホスピタル甲賀病院（大覚寺）

日 程と当番店　◇４日㈰…㈲石原管工業
（三ケ名）　☎629-3462　◇11日
㈰…大石商工㈲（吉永）　☎622-0
　 633　◇18日㈰…㈱大岡設備（本町
２）　☎627-8239　◇19日（祝・
月）…岡村設備㈱（下江留）　☎
622-7582　◇25日㈰…片岡ポン
プ（小川新町）　☎628-5293　◇
８月１日㈰…㈲小泉ポンプ工業所（北
新田）　☎624-0843
時間　午前８時30分～午後５時

日付 診療科など 医療機関名 電話

４日㈰

内科
小石川内科クリニック（栄町 1) ☎ 621-1111
岩田クリニック（宗高）☆ ☎662-2311

小児科 ほりお小児科（西小川２） ☎626-5500

外科
さわい医院（栄町２） ☎626-6660
吉田医院（利右衛門）☆ ☎622-0108

耳鼻科 吉田耳鼻咽喉科医院（下小田） ☎623-1187
歯科 渡辺歯科医院（焼津１） ☎626-1182

当番薬局 ミント薬局（栄町１）、きらら薬局西小川（西
小川１）、東京薬局中港店（栄町２） －

11 日㈰

内科 岡本内科医院（本町６) ☎ 628-2342
小児科 本多小児科医院（大栄町２） ☎628-0113
外科 金子外科胃腸科医院（田尻） ☎624-9007

産婦人科 アイ・レディースクリニック（坂本） ☎620-1103
耳鼻科 村松耳鼻咽喉科（藤枝市藤枝５）☆ ☎641-5318
眼科 焼津駅前眼科（駅北１） ☎626-8240
歯科 港歯科医院（中港３） ☎626-0350

当番薬局 東京薬局（栄町３）、メロン薬局（大栄町１） －

18 日㈰

内科 みどりのクリニック（中里） ☎628-1222

内科／小児科
佐藤医院（田尻） ☎624-4804
たきいクリニック（相川）☆ ☎622-8525

外科 大井胃腸科外科医院（三右衛門新田） ☎624-8030
耳鼻科 佐々木耳鼻咽喉科医院（塩津） ☎629-3775
歯科 後藤歯科医院（小川新町１） ☎628-2881

当番薬局 中里薬局（中里）、フラワー薬局田尻店（田尻）、フラ
ワー薬局大富店（三右衛門新田）、アトム薬局（塩津） －

19 日
（祝・日）

内科 ふくむらクリニック（大栄町２） ☎627-1228
小児科 岩崎小児科医院（大島） ☎623-5200

外科 焼津駅前整形外科リウマチ・リハビリクリニ
ック（中港１） ☎621-5511

耳鼻科 藤枝診療所（藤枝市高洲）☆ ☎635-8749
眼科 焼津こがわ眼科（東小川２） ☎626-8860
歯科 河村歯科医院（本町３） ☎628-2503

当番薬局 メロン薬局（大栄町１）、わかくさ薬局大島
店（大島）、赤木薬局小川店（東小川２） －

25 日㈰

内科 コミュニティーホスピタル甲賀病院（大覚寺）☎628-5500
内科／小児科 石川医院（田尻） ☎624-4321

外科 コミュニティーホスピタル甲賀病院（大覚寺）☎628-5500
耳鼻科 八楠耳鼻咽喉科（八楠） ☎629-5566
歯科 赤堀歯科医院（吉永） ☎622-5800

当番薬局 大覚寺薬局（大覚寺）、愛清館八楠薬局（八楠） －

献血にご協力を！

犬・猫の引き取り

水道工事休日当番店

■診療時間　午前８時30分～午後５時
※ 歯科は午前９時～午後３時、☆印は午前９時～午後５時
■ 地域の休日・夜間の当番医を知りたいとき（フリーダイヤルによる案内）
問 合先　静岡県救急医療情報センター　 0800-222-1199
■夜間に発病したとき
診療科目　内科、小児科　受付時間　午後７時30分～11時30分
問合先　志太・榛原地域救急医療センター　☎644-0099
■薬に関して質問があるとき
受 付時間　月～金曜日（祝休日を除く）　午前９時～正午、午後１時～４時30分
問 合先　静岡県薬剤師会医薬品情報管理センター　☎281-9998

日付 行事名 会場 問合先

３日㈯

津波避難訓練
午前 10時～ 11時
※詳細は２㌻

市内全域
（モデル地区は小
川第 13自治会）

消防防災局防災課
☎ 623-2554

幼児向けおはなしのへや
午後２時 30分
（10 日㈯・17 日㈯・24 日㈯・31
日㈯も開催）

大井川図書館
おはなしコーナー

大井川図書館
☎ 622-9000

幼児から楽しめるおはなし会
午後２時
（10日㈯・17日㈯・24日㈯も開催）

焼津図書館
おはなしコーナー

焼津図書館
☎ 628-2334

小学生から楽しめる朗読会
午後３時
（10日㈯・24日㈯も開催）

焼津図書館
２階視聴覚室

焼津図書館
☎ 628-2334

青峯プールオープン（～９月５日㈰、
ただし８月 13日㈮はお休み）
土日・祝日・７月 20 日㈫～８月
31日㈫…午前９時～午後５時
それ以外の日…午後２時～５時

青峯プール スポーツ振興課
☎ 628-5740

13 日㈫

乳幼児向けおはなしのへや
午前 11時　（27日㈫も開催）

大井川図書館
おはなしコーナー

大井川図書館
☎ 622-9000

臨時休館（～ 16日㈮）
ディスカバリーパ
ーク焼津
ときめき遊星館

ディスカバリーパ
ーク焼津
☎ 625-0800

16 日㈮

浜当目海水浴場オープン（～８月
20日㈮）
午前 10時～午後４時
土日・祝日と８月 10 日㈫～ 13 日
㈮は午前 10時～午後５時

浜当目海水浴場 観光課
☎ 626-2155

17 日㈯

プラネタリウム夏休み特別投影
「銀河鉄道の夜」（～８月 29日㈰）
平日…午後４時
土日祝…午後４時、５時 30分

ディスカバリーパ
ーク焼津
ときめき遊星館
プラネタリウム

ディスカバリーパ
ーク焼津
☎ 625-0800

特別展「ふしぎ！とびだす！トリッ
クアート展」（～９月５日㈰）
平日…午前９時～午後４時 30分
土日祝…午前10時～午後５時30分

ディスカバリーパ
ーク焼津
ときめき遊星館
展示・体験室

ディスカバリーパ
ーク焼津
☎ 625-0800

こども映画会
午後３時（開場は午後２時 30分）

焼津小泉八雲記念館
多目的室

焼津図書館
☎ 628-2334

18 日㈰
第 10回踊夏祭
午前９時～午後９時
※詳細は８㌻

大井川港特設会場
踊夏祭実行委員会
（焼津市観光協会）

☎ 626-6266

23 日㈮ 臨時教育委員会※当日先着順、詳細は３㌻
大井川庁舎
３階大会議室

学校教育課
☎ 662-0586

24 日㈯

夏の親子水生生物教室
午前９時 30分～午後３時
※ 要申込、詳細は７㌻

集合…東益津公民館
調査場所…朝比奈川

環境衛生課
☎ 626-1130

ふれあいミーティング in 小川公民館
午前 10時～ 11時 30分

小川公民館
大集会室

広報広聴課
☎ 626-2145

 伝統文化子ども教室「水でっぽうを
つくろう！」
午前 10時、午後 1時 30分
※要申込、詳細は８㌻

焼津文化会館
３階第１・２会議室
清見田公園

歴史民俗資料館
☎ 629-6847

25 日㈰

夏休みこども講座
午後１時 30分
※要申込、詳細は８㌻

焼津小泉八雲記念館
多目的室

焼津小泉八雲記念館
☎ 620-0022

第 26 回心のふれあい親子ふれあい
ラジオ体操会
午前６時　※詳細は７㌻

総合グラウンド
(雨天の場合は焼
津市総合体育館 )

スポーツ振興課
☎ 628-5740

29 日㈭
科学絵本講座「なんだってコマ～重
心さがしをしてみよう～」
※要申込、詳細は９㌻

焼津図書館 焼津図書館
☎ 628-2334

31 日㈯

うみえーる夏祭り＆朝市
第１回かつおカーリング大会
※要申込、詳細は７㌻

うみえーる焼津
特設リンク

マリンタウンやいづ
☎ 626-2255

こわ～いおはなし会
午後２時

焼津小泉八雲記念館
多目的室

焼津図書館
☎ 628-2334
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プラネタリウム夏休み特別投影
「銀河鉄道の夜」
対象　どなたでも　日時　７月
17日㈯～８月29日㈰　平日…
午後４時　土日祝…午後４時・５
時30分　会場　ときめき遊星館
プラネタリウム　参加費　16歳
以上…600円   ４歳～15歳…
200円　定員　各回165人（当
日先着順）　※７月16日㈮の午
後７時30分から先行投影あり　
問合先　ディスカバリーパーク焼
津　☎625-0800

ふしぎ！とびだす！トリッ
クアート展
対象　どなたでも　日時　７月
17日㈯～９月５日㈰　平日…午
前９時～午後４時30分　土日祝
…午前10時～午後５時30分　
会場　ときめき遊星館展示・体験
室　参加費　16歳以上…300円
4歳～15歳…100円　問合先
ディスカバリーパーク焼津　☎
625-0800　
映画上映会
「ミツバチの羽音と地球の
回転」
日時・会場　７月11日㈰　①本
中根公会堂…午後１時30分　※
上映後、監督の話あり　②トロ箱
会館…午後７時　※午後６時から
監督と見

み

崎
さき

吉
よし

男
お

さん（第五福竜丸
元漁労長）の対談あり　参加費　
（前売り）1,000 円（当日は
500円増し）　問合先　松

まつ

野
の

下
した

☎090-7699-2156　
特別養護老人ホーム高

こう

麓
ろく

焼津市美術協会作品展
日時　７月１日㈭～31日㈯　出
品者　山

やま

田
だ

節
せつ

子
こ

さん、石
いし

井
い

妙
たえ

子
こ

さ
ん、櫛

くし

田
だ

豊
ゆたか

さん　会場・問合先　
特別養護老人ホーム高麓　☎
628-0070

子育て支援センター
さくら
■プチママルーム（妊婦講座）　
対象　妊婦（経産婦大歓迎）　日
時　７月14日㈬　午前10時～
11時30分　内容　まま友づく

りと手作りおもちゃ　定員　15
人（申込順）　※先着10人託児
あり　申込方法　７月２日㈮の午
後１時30分～３時の間に電話で
申し込む　会場・申込・問合先　
子育て支援センター「さくら」（さ
くら保育園内）　☎656-0676
子育て支援センター
ワン・ツー・スリー
■妊婦講座　「妊婦さんあつまれ
丈夫な赤ちゃんを産もう」　日時
７月29日㈭　午前９時45分～
11時 30分　講師　タムタム  
水
みず

野
の

さん・法
のり

月
づき

さん　持ち物　座
布団・バスタオル　服装　ズボン
着用　定員　20人（申込順）　
申込方法　７月15日㈭の午後１
時30分以降に電話で申し込む　
■「６カ月未満の赤ちゃん集まれ」
子育ては楽しくにこにこ　日時　
７・８・９月の第３木曜日午前
10時～11時 30分（全３回）
会場　大富公民館２階和室　定員
20組（申込順）  申込方法　７月
８日㈭の午後１時30分以降に電
話で申し込む　【共通】　会場・申
込・問合先　子育て支援センター
「ワン・ツー・スリー」（第３ゆり
かご保育所内）　☎623-1551　

パソコン教室
■無料体験会　日時　７月４日
㈰・11日㈰・18日㈰・25日㈰
午後１時～３時　申込・問合先　
サンライフ焼津　☎627-3377

フィットネス教室
■ソフトヨガ　日時　８月３日
㈫・10日㈫・17日㈫・24日㈫
午前10時30分～11時30分
受講料　3,000円　■ズンバ　
日時　８月４日㈬・11日㈬・18
日㈬　午後７時～７時50分　受
講料　2,700円　■癒しのアロ
マヨガ　日時　８月４日㈬・11
日㈬・18日㈬　午後８時～９時
受講料　3,000円　■ズンバゴ
ールド　日時　８月３日㈫・10
日㈫・17日㈫・24日㈫　午後
２時～３時　受講料　3,500円
■カキラ　対象　中高年　日時　
８月５日㈭・19日㈭・26日㈭
午後２時～３時　受講料　

2,700円　■ヨガ　日時　８月
６日㈮・20日㈮・27日㈮　午
後６時50分～７時50分　受講
料　2,700円　■チャレンジエ
アロ　日時　８月５日㈭・19日
㈭・26日㈭　午後７時20分～
８時20分　受講料　2,700円
定員　25人　■シェイプアップ
ボクサ　日時　８月３日㈫・10
日㈫・17日㈫・24日㈫　午後
７時20分～８時20分　受講料
3,500円　【共通】　予約制　問
合先　サンライフ焼津　☎627-
3377　

シルバー講習会
■ガーデニング技術講習会　日程
７月６日㈫～11月24日㈬のう
ち10日間　■介護予防支援者講
習会　日程　７月８日㈭～10月
８日㈮のうち９日間　■警備（防
犯・交通誘導）講習会　日程　７
月20日㈫～10月４日㈪のうち
９日間　【共通】　対象　60歳代
前半層の人　予約制　会場・問合
先　焼津市シルバー人材センター
大井川事務所　☎622-5852　

販路開拓セミナー
日時　７月23日㈮　午後３時～
４時30分　会場　焼津商工会議
所３階ホール　内容　海外取引・
輸出手続きの方法など　講師　桜

さくら

井
い

渉
わたる

さん (静岡県国際経済振興
会)　申込・問合先　焼津商工会
議所　☎628-6251
障害者雇用促進セミナー
障害者雇用で企業が変わる
日時　７月16日㈮、８月20日
㈮　午後１時30分～３時30分
会場　障害者働く幸せ創出センタ
ー(静岡市葵区)　内容　障害者
雇用のポイントや助成金、支援機
関の活用についてなど　定員　
20社程度　申込方法　各開催日
の1週間前までに電話かファク
スで申し込む　申込・問合先　
NPO法人静岡福祉総合支援の会
空と大地と　☎622-6009　

木目込人形教室
対象　60歳以上の市民　日時　
７月24日㈯・31日㈯　午後１
時30分～３時30分　参加費　
1,700円（材料費）　定員 15人
（申込多数の場合は抽選）　申込方
法　はがきに住所・氏名・電話番
号を記入し郵送する　申込期限　
７月15日㈭（消印有効）　会場・
申込・問合先　 425-0054　
一色1545-18　焼津市福祉老人
センター　☎624-0678

中国語講座
対象　どなたでも　日時　７月６
日～９月14日の毎週火曜日　
（８月17日を除く全10回）　午
後７時30分～９時　会場　大井
川公民館　受講料　5,000円（初
めての人は教科書代別途）　定員
３人　申込方法　７月５日㈪まで
に電話で申し込む　申込・問合先
大井川日中友好協会　荒

あら

砂
すな

宅　☎
622-4543

焼津市陸上競技選手権大会
対象　志太・榛原地区在学・在住・
在勤の小学生以上の人　日時　８
月８日㈰　午前９時　会場　総合
グラウンド　参加費　問い合わせ
てください　申込方法　７月17
日㈯までに電話で申し込む　※市
町対抗駅伝大会の選手選考記録会
も兼ねています。　申込・問合先
原田宅　☎623-0339

市民スポーツ祭
■なぎなた　対象　小学生以上ま
たは友好会会員　日時　８月26
日㈭　会場　焼津体育館　参加料
100円　申込方法　７月26日
㈪までに電話で申し込む　申込・
問合先　事務局（田村宅）☎
627-7724　　
よさこいメンバー
対象　幼児～大人（子ども主体の
チーム、大人主体のチームあり）
日時　第２～第４金曜日　午後７
時～９時　会場　高洲中学校体育
館　無料体験あり　申込・問合先
鈴木宅　☎620-2511

親子ふれあい球技大会
対象　小学生と保護者　日時　８
月21日㈯　午前８時集合（雨天
の場合は翌日）　会場　石津浜公園
ゲートボール場　種目　ビンゴボ
ードボール　申込方法　７月31
日㈯までに電話で申し込む　申込・
問合先　増田宅　☎626-5160
静浜基地で輸送ヘリコプター
体験搭乗
対象　小学生以上　※小学生は保
護者の同伴が必要　日時　８月
28日㈯　※搭乗時間は未定。天
候などにより中止の場合あり　申
込方法　はがきに「体験搭乗希望」
と明記の上、搭乗希望する人全員
の住所・氏名・年齢・職業・電話
番号を記載し郵送する　※重複応
募はすべて無効。申込多数の場合
は抽選　申込期限　７月25日㈰
（必着）　※当選者には８月１日㈰

までに通知します。　申込・問合
先　421-0293　上小杉160
2　静浜基地渉外室　☎622-12
34　

放送大学10月入学生
出願期限　８月31日㈫　※資料
請求は無料　問合先　放送大学静
岡学習センター　☎055-989-
1253

ポルトガル語入門講座講師
対象　原則として市内に在住・在
勤で、　ポルトガル語を母国語と
し、日本語で簡単な日常会話がで
きる人　※講師経験があれば望ま
しいが、条件とはしません　開講
予定時期　10月～12月（週１
回）　平日の午後７時～８時30
分（全８回）　※曜日は講師や会
場（市内公民館など）の都合で決
定します　募集人数　１人　選考
方法　書類審査・面接　申込方法
７月20日㈫までに市民共生課に
ある申込用紙に必要事項を記入し
提出する　申込・問合先　焼津市
国際友好協会事務局（市民共生課
内）　☎626-1178

ホストファミリー
　この夏、ホストファミリーを体
験してみませんか。来焼する留学
生は東京在住で全員日本語と英語
が話せます。
日程　８月12日㈭～15日㈰ (
３泊４日)　問合先　焼津国際交流
かもめ　鈴木宅　☎629-0495

消費生活専門相談員資格取得
対象　どなたでも　日時　第１次
試験…10月２日㈯　申込方法　
詳しくは国民生活センターホーム
ページ（http://www.kokusen.
go.jp/shikaku/shikaku.html）
にある受験要項をご覧ください（焼
津市消費生活センターにも若干数
あり）。　申込期間　７月５日㈪～
８月９日㈪　申込・問合先　

252-0229　神奈川県相模原市中
央区弥栄3-1-1　独立行政法人国
民生活センター資格制度事務所　
☎042-758-3164

刃物研ぎ
日程・会場　▽７月４日㈰…三区
公会堂　▽７月11日㈰…四区公
会堂　受付時間　午前９時～午後
１時（仕上がりは午後）　料金　包
丁…300円～　はさみ…350円～
※ほか特殊なものは相談にて　雨
天中止　問合先　焼津市シルバー
人材センター　☎627-1150

●  紙面の都合で限られた情報のみを掲載しています。
詳しくは各問合先に問い合わせてください。

● 記載がない場合は、申込不要・参加無料です。
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相談室
■   公庫融資相談会　対象　事業(運転・設備)資金の調達を検討している人・開業のための資金が必要な人　日時　７月12日㈪　午前10時～午後４時　会場　焼津
商工会議所　要予約　問合先　焼津商工会議所　☎628-6251


